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17025 6月22日 曇 良 （1函館1） 第3日 第1競走 ��1，200�3歳未勝利
発走9時50分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．8
1：06．5

良
良

59 シャイニーブランコ 牡3芦 56 岩田 康誠小林 昌志氏 石坂 正 平取 雅 牧場 442± 01：09．8 8．0�
48 メイショウウチデ 牡3鹿 56 藤岡 康太松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 460－ 41：09．9� 5．7�
12 フクノナルボンヌ 牝3栗 54 横山 和生福島 祐子氏 杉浦 宏昭 日高 株式会社

ケイズ 478－ 6 〃 ハナ 36．0�
612 ソルパシオン 牡3栗 56 松岡 正海 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中舘 英二 新ひだか 岡田スタツド 480－ 21：10．11� 11．0�
11 ユアハピネス 牝3栗 54

51 ▲亀田 温心�清水牧場 梅田 智之 平取 清水牧場 B430－ 81：10．2クビ 57．1	
35 トウケイココノエ 牝3芦 54 黛 弘人木村 信彦氏 森田 直行 新ひだか タガミファーム 536＋181：10．3� 117．5

713 ティーフルムーン 牝3鹿 54 国分 恭介深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 424＋ 4 〃 クビ 5．4�
714 ペイシャマキアージ 牝3黒鹿54 菱田 裕二北所 直人氏 本間 忍 日高 日高大洋牧場 B470＋ 41：10．72� 59．0�
815 ヤマカツルビー 牝3黒鹿54 池添 謙一山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 458＋ 21：10．91� 2．8
23 ヒ ル ド 牝3鹿 54 城戸 義政杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新ひだか 前谷 武志 B444＋ 6 〃 アタマ 68．6�
816 フ ォ ー エ ロ 牡3青鹿56 勝浦 正樹岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新冠 赤石 久夫 448－121：11．0� 92．1�
611 ルフランエトワール 牝3鹿 54 荻野 琢真 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 420＋ 41：11．1� 42．7�
510 エンジェルハート 牝3黒鹿 54

51 ▲菅原 明良スリースターズレーシング 松山 将樹 新ひだか 山際牧場 408＋ 6 〃 アタマ 147．6�
36 コンソラトゥール 牝3鹿 54

53 ☆武藤 雅吉澤 克己氏 庄野 靖志 新ひだか タイヘイ牧場 B496＋ 4 〃 ハナ 28．5�
24 カ ッ シ ー ニ �3黒鹿56 古川 吉洋寺田 寿男氏 昆 貢 新冠 村上 欽哉 484－ 81：11．31� 6．3�
47 ヤエノヒカリ 牝3鹿 54

51 ▲団野 大成柳田 英子氏 清水 英克 新ひだか 折手牧場 434－10 〃 ハナ 240．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，690，100円 複勝： 33，933，100円 枠連： 8，869，400円
馬連： 41，270，800円 馬単： 21，105，300円 ワイド： 32，919，900円
3連複： 60，436，700円 3連単： 68，812，100円 計： 289，037，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 230円 � 220円 � 980円 枠 連（4－5） 1，610円

馬 連 �� 1，710円 馬 単 �� 3，760円

ワ イ ド �� 560円 �� 3，960円 �� 2，420円

3 連 複 ��� 18，220円 3 連 単 ��� 98，390円

票 数

単勝票数 計 216901 的中 � 21581（5番人気）
複勝票数 計 339331 的中 � 42886（4番人気）� 43696（3番人気）� 7243（8番人気）
枠連票数 計 88694 的中 （4－5） 4255（8番人気）
馬連票数 計 412708 的中 �� 18610（6番人気）
馬単票数 計 211053 的中 �� 4201（15番人気）
ワイド票数 計 329199 的中 �� 16271（6番人気）�� 2043（35番人気）�� 3386（22番人気）
3連複票数 計 604367 的中 ��� 2487（48番人気）
3連単票数 計 688121 的中 ��� 507（260番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．2―12．0―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．7―33．9―45．9―57．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F35．9
3 2（3，4）6（1，8，10）（13，14）9（11，15，16）（5，12）－7 4 2（3，4）（1，6，10）8（9，13，14）（11，15，16）（5，12）7

勝馬の
紹 介

シャイニーブランコ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．10．6 京都12着

2016．2．9生 牡3芦 母 クリスタルコースト 母母 プラチナウェーブ 8戦1勝 賞金 7，500，000円
〔3走成績による出走制限〕 エンジェルハート号・フォーエロ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年8月22日まで平地

競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 トモノヘイヘイ号・ファイティングマン号

17026 6月22日 曇 良 （1函館1） 第3日 第2競走 ��
��1，000�3歳未勝利

発走10時15分 （ダート・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
57．7
56．9

重
重

811� タイガーキット 牡3栗 56
55 ☆武藤 雅�須野牧場 和田正一郎 米 Budget

Stable 498＋121：00．1 14．7�
710 メイショウメイリン 牡3黒鹿 56

53 ▲亀田 温心松本 好雄氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 456－ 4 〃 クビ 2．2�
11 キラキラブシ 牡3栗 56

53 ▲菅原 明良山口 裕介氏 松山 将樹 新ひだか 酒井 秀紀 472－ 21：00．41� 4．2�
44 メイショウバーバラ 牝3鹿 54 丹内 祐次松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 	川フアーム 454－ 61：00．5
 33．2�
56 グラマラススカイ 牝3黒鹿54 松岡 正海スリースターズレーシング 西橋 豊治 新冠 アラキフアーム 452＋101：00．6� 90．5�
55 ローブドール 牝3栗 54 黛 弘人 	ローレルレーシング 和田 雄二 新冠 高瀬牧場 426＋ 2 〃 ハナ 12．5

812 コーリンミルキー 牝3芦 54 横山 和生伊藤 恵子氏 小野 次郎 新ひだか 前谷 武志 514＋ 61：00．81� 4．7�
68 ヤマトフェニックス 牝3鹿 54

51 ▲団野 大成醍醐 徹氏 田村 康仁 浦河 	川 啓一 450－ 21：00．9
 10．1�
22 バ ブ リ ン 牝3鹿 54 的場 勇人井上 久光氏 的場 均 新冠 安達 洋生 444＋101：01．32
 122．0
33 レイナアブソルータ 牝3芦 54 石川裕紀人岡田 牧雄氏 天間 昭一 新ひだか 沖田 忠幸 444＋101：01．72
 69．2�
79 テイエムラブラリー 牝3青 54 城戸 義政竹園 正繼氏 湯窪 幸雄 新ひだか 木田 晶範 462 ―1：02．76 30．4�
67 リッカシップ 牡3鹿 56

55 ☆加藤 祥太立花 幸雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 西村 和夫 470 ―1：07．4大差 83．2�
（12頭）

売 得 金
単勝： 19，748，000円 複勝： 25，153，900円 枠連： 6，950，700円
馬連： 29，706，800円 馬単： 17，288，600円 ワイド： 23，291，500円
3連複： 40，286，700円 3連単： 57，843，700円 計： 220，269，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，470円 複 勝 � 320円 � 110円 � 140円 枠 連（7－8） 380円

馬 連 �� 1，820円 馬 単 �� 5，450円

ワ イ ド �� 740円 �� 1，290円 �� 240円

3 連 複 ��� 2，800円 3 連 単 ��� 22，400円

票 数

単勝票数 計 197480 的中 � 10691（6番人気）
複勝票数 計 251539 的中 � 11777（6番人気）� 84232（1番人気）� 45745（2番人気）
枠連票数 計 69507 的中 （7－8） 14077（1番人気）
馬連票数 計 297068 的中 �� 12607（6番人気）
馬単票数 計 172886 的中 �� 2379（20番人気）
ワイド票数 計 232915 的中 �� 7478（9番人気）�� 4082（14番人気）�� 29548（2番人気）
3連複票数 計 402867 的中 ��� 10790（8番人気）
3連単票数 計 578437 的中 ��� 1872（68番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．9―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．4―35．3―47．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F36．7
3 ・（11，12，6）（8，10）（4，5）（3，9）（2，1）＝7 4 ・（11，12，6）－（8，10）5（4，1）（3，9）2＝7

勝馬の
紹 介

�タイガーキット �
�
父 Lucky Pulpit �

�
母父 Woodman デビュー 2018．10．28 新潟8着

2016．5．7生 牡3栗 母 Kitra 母母 Apolda 4戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リッカシップ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年7月22日まで平地競走

に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 プリモパンサー号

第１回 函館競馬 第３日



17027 6月22日 小雨 良 （1函館1） 第3日 第3競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10時45分 （芝・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：45．7
1：43．9

良
良

35 ア ラ ス カ 牝3鹿 54
53 ☆横山 武史池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 390＋ 21：48．1 10．6�

12 アキノコマチ 牝3鹿 54 松岡 正海穐吉 正孝氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 430＋ 41：48．31 11．5�
48 プライムシスター 牝3黒鹿54 国分 恭介合同会社小林英一

ホールディングス 西村 真幸 日高 出口牧場 492＋ 41：48．62 16．0�
612 ノ ア キ セ キ 牝3鹿 54

53 ☆武藤 雅佐山 公男氏 大江原 哲 平取 スガタ牧場 454± 01：48．7� 22．9�
24 レッドヴィータ 牝3青 54 古川 吉洋紅露 純氏 昆 貢 新冠 新冠橋本牧場 432－101：48．91� 3．1�
713 アークロイヤル 牝3栗 54 岩田 康誠原 �子氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 404－ 21：49．0� 4．0�
510 シェルメール 牝3黒鹿 54

51 ▲団野 大成 	キャロットファーム 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 430＋18 〃 クビ 117．1

23 メイプルランド 牝3鹿 54

53 ☆坂井 瑠星飯田 良枝氏 橋口 慎介 新ひだか 千代田牧場 442＋ 61：49．1クビ 96．8�
11 ファンシーラン 牝3鹿 54 丹内 祐次岡村 善行氏 牧 光二 新ひだか 西村 和夫 424－ 2 〃 クビ 23．4�
611 グラデュアリー 牝3栗 54

51 ▲菅原 明良 	社台レースホース尾形 和幸 安平 追分ファーム 426＋ 61：49．2� 51．2
47 ラヴアフェアー 牝3鹿 54 池添 謙一吉田 和子氏 古賀 慎明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 404± 01：49．3� 47．4�
815 ミオドルチェ 牝3黒鹿 54

53 ☆加藤 祥太岡田 牧雄氏 松山 将樹 新ひだか 岡田スタツド 444－161：49．51� 232．3�
59 ウインドルチェ 牝3栗 54 菱田 裕二�ウイン 吉田 直弘 新冠 コスモヴューファーム 438± 0 〃 ハナ 79．0�
816 アスカナターシャ 牝3青鹿54 松田 大作神田 紘爾氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 482＋12 〃 クビ 227．4�
36 ハルノナゴリ 牝3栗 54 吉田 隼人三田 昌宏氏 高橋 義忠 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 428＋ 81：49．6クビ 46．4�
714 プ ロ ム 牝3鹿 54 藤岡 康太吉田 照哉氏 宮 徹 千歳 社台ファーム 488＋ 61：49．7� 3．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，332，800円 複勝： 32，669，700円 枠連： 11，845，600円
馬連： 34，557，100円 馬単： 17，540，700円 ワイド： 28，065，000円
3連複： 48，750，900円 3連単： 60，938，100円 計： 254，699，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，060円 複 勝 � 290円 � 340円 � 440円 枠 連（1－3） 2，620円

馬 連 �� 4，920円 馬 単 �� 10，170円

ワ イ ド �� 1，370円 �� 1，960円 �� 2，330円

3 連 複 ��� 19，640円 3 連 単 ��� 104，690円

票 数

単勝票数 計 203328 的中 � 15246（4番人気）
複勝票数 計 326697 的中 � 30832（4番人気）� 25403（5番人気）� 18390（6番人気）
枠連票数 計 118456 的中 （1－3） 3502（10番人気）
馬連票数 計 345571 的中 �� 5439（16番人気）
馬単票数 計 175407 的中 �� 1293（33番人気）
ワイド票数 計 280650 的中 �� 5348（14番人気）�� 3674（20番人気）�� 3072（21番人気）
3連複票数 計 487509 的中 ��� 1861（56番人気）
3連単票数 計 609381 的中 ��� 422（314番人気）

ハロンタイム 12．0―11．2―11．8―12．7―12．6―11．7―12．2―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．0―23．2―35．0―47．7―1：00．3―1：12．0―1：24．2―1：36．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．8―3F36．1
1
3
・（2，6）－（1，4）14（5，10）（3，8，11）（7，15）12，9，13－16
2，14，4（6，5）（1，8，10）（3，11）7（15，12）9，13－16

2
4
2，6－4，1，14，5，10（3，11）8（7，15）－12，9，13，16
2，14，4（6，5）1（8，10）3，11（7，12）（9，13）－（15，16）

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ア ラ ス カ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 American Post デビュー 2018．12．9 中山13着

2016．1．24生 牝3鹿 母 リ リ サ イ ド 母母 Miller’s Lily 5戦1勝 賞金 7，050，000円

17028 6月22日 雨 良 （1函館1） 第3日 第4競走 ��1，700�3歳未勝利
発走11時15分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：40．9

不良
重

22 オーシャンズルーラ 牝3鹿 54 北村 友一一村 哲也氏 安田 翔伍 日高 高山牧場 452－ 41：47．1 2．9�
45 ディアマキニスタ 牡3青鹿56 岩田 康誠ディアレストクラブ� 新開 幸一 むかわ 市川牧場 454＋141：47．52� 6．3�
46 ジュリアヴィーナス 牝3鹿 54 池添 謙一小國 和紀氏 浜田多実雄 新冠 川島牧場 498＋101：48．13� 3．3�
34 エイユーラトゥール 牡3黒鹿 56

55 ☆加藤 祥太笹部 義則氏 藤沢 則雄 様似 富田 恭司 442－ 8 〃 クビ 73．1�
57 アルモニーセレスト 牝3鹿 54

53 ☆富田 暁�ノースヒルズ 河内 洋 新冠 平山牧場 434＋ 41：48．63 36．2�
11 メイショウフナカジ 牡3鹿 56 古川 吉洋松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 450－ 4 〃 クビ 8．7	
69 タイキマイスター 牡3栗 56

53 ▲亀田 温心
大樹ファーム 寺島 良 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 464－ 41：48．91� 92．0�

33 トゥールナージュ 牝3鹿 54 石川裕紀人 �ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 協和牧場 452＋221：49．0� 17．6�
813 コ ン シ ー ド 牡3栗 56 丹内 祐次河村 祥史氏 天間 昭一 新ひだか 本桐牧場 470＋121：49．42� 37．2
610 スズカスパイカー 牡3栗 56 柴山 雄一永井 啓弍氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム 486＋141：49．71� 40．1�
58 オウケンスターマン 牡3鹿 56 藤岡 康太福井 明氏 藤岡 健一 浦河 辻 牧場 476－ 41：50．12� 28．6�
712 ビレッジクライ 牝3黒鹿54 横山 和生村山 輝雄氏 土田 稔 浦河 グランデファーム B424－141：50．2� 77．8�
711 エスコビージャ 牡3黒鹿56 藤岡 佑介 
キャロットファーム 佐々木晶三 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486－ 21：50．52 8．1�
814 ザセイシュンズモウ 牝3栗 54 松岡 正海芳賀 克也氏 伊藤 伸一 浦河 荻伏三好フ

アーム 430＋ 21：51．45 107．6�
（14頭）

売 得 金
単勝： 20，299，200円 複勝： 29，916，000円 枠連： 9，649，600円
馬連： 30，673，900円 馬単： 16，484，000円 ワイド： 26，167，800円
3連複： 43，576，600円 3連単： 53，610，800円 計： 230，377，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 170円 � 140円 枠 連（2－4） 410円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 1，780円

ワ イ ド �� 360円 �� 260円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，150円 3 連 単 ��� 6，250円

票 数

単勝票数 計 202992 的中 � 55835（1番人気）
複勝票数 計 299160 的中 � 62670（1番人気）� 41643（3番人気）� 53887（2番人気）
枠連票数 計 96496 的中 （2－4） 18038（1番人気）
馬連票数 計 306739 的中 �� 23398（2番人気）
馬単票数 計 164840 的中 �� 6925（3番人気）
ワイド票数 計 261678 的中 �� 17847（3番人気）�� 27811（1番人気）�� 19274（2番人気）
3連複票数 計 435766 的中 ��� 28354（1番人気）
3連単票数 計 536108 的中 ��� 6218（5番人気）

ハロンタイム 7．1―11．0―11．7―12．4―13．0―13．1―13．4―13．0―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．1―29．8―42．2―55．2―1：08．3―1：21．7―1：34．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F38．8
1
3
・（6，14）（2，7）11（1，3）10，4（9，12）13（5，8）
6（2，14，7，3）（1，11）（4，9，10）（5，13）－（8，12）

2
4
6，14（2，7）－（1，11）3（4，10）－9－（13，12）5，8
6（2，7，3）1（5，4，11）9（14，10，13）8，12

勝馬の
紹 介

オーシャンズルーラ �
�
父 バトルプラン �

�
母父 Bernardini デビュー 2019．4．7 阪神4着

2016．5．4生 牝3鹿 母 ム ニ ン 母母 Aria Pura 3戦1勝 賞金 7，050，000円
〔制裁〕 コンシード号の騎手丹内祐次は，1コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）



17029 6月22日 雨 良 （1函館1） 第3日 第5競走 ��1，200�2歳新馬
発走12時05分 （芝・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：07．8

良
良

46 パ フ ェ ム リ 牝2鹿 54 菱田 裕二 �日高大洋牧場 岡田 稲男 日高 日高大洋牧場 420 ―1：10．2 11．6�
33 ダウンタウンスピカ 牝2鹿 54

53 ☆横山 武史林 正道氏 池上 昌和 新ひだか 服部 牧場 424 ―1：10．73 6．3�
11 ダンツシルビア 牝2黒鹿54 岩田 康誠山元 哲二氏 谷 潔 浦河 バンブー牧場 446 ―1：10．8� 2．5�
57 オメガシュプリーム 牝2栗 54 北村 友一原 �子氏 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド 432 ―1：11．01� 5．8�
22 オニンギョウサン 牝2鹿 54 黛 弘人�ミルファーム 奥平 雅士 浦河 ミルファーム 428 ―1：11．1クビ 112．6�
610 フ ィ ロ ス 牝2鹿 54 松岡 正海�高橋ファーム 西橋 豊治 日高 クリアファーム 434 ―1：11．2� 18．1	
69 エクスチェンジ 牝2栗 54

51 ▲亀田 温心宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 456 ―1：11．3クビ 47．4

45 ミーハディビーナ 牝2青鹿54 丹内 祐次 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 430 ―1：11．4� 12．5�
712 キ ク 牝2鹿 54 石川裕紀人石瀬 浩三氏 相沢 郁 日高 豊洋牧場 448 ―1：11．5� 10．7
711 セ コ イ ア 牝2栗 54 木幡 初也鈴木 芳夫氏 竹内 正洋 新ひだか 見上牧場 446 ―1：11．82 99．8�
814 フローラルドレス 牝2鹿 54 勝浦 正樹髙橋 正雄氏 伊藤 大士 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 416 ―1：11．9� 18．3�
34 デ ュ ー プ ス 牝2栗 54

53 ☆武藤 雅内田 玄祥氏 星野 忍 浦河 丸村村下
ファーム 392 ― 〃 アタマ 40．5�

58 ディーズギャラント 牝2栗 54 藤岡 佑介秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 444 ―1：12．0� 50．5�
813 ハヤブサセクーシー 牝2栗 54 吉田 隼人武田 修氏 小桧山 悟 日高 シンボリ牧場 478 ―1：13．48 116．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 28，365，500円 複勝： 32，226，300円 枠連： 9，392，200円
馬連： 36，642，900円 馬単： 20，139，700円 ワイド： 28，032，300円
3連複： 51，829，300円 3連単： 63，957，200円 計： 270，585，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，160円 複 勝 � 210円 � 170円 � 120円 枠 連（3－4） 1，550円

馬 連 �� 3，730円 馬 単 �� 7，780円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 580円 �� 380円

3 連 複 ��� 3，050円 3 連 単 ��� 29，230円

票 数

単勝票数 計 283655 的中 � 20612（5番人気）
複勝票数 計 322263 的中 � 30647（5番人気）� 44585（3番人気）� 88194（1番人気）
枠連票数 計 93922 的中 （3－4） 4674（8番人気）
馬連票数 計 366429 的中 �� 7610（13番人気）
馬単票数 計 201397 的中 �� 1939（28番人気）
ワイド票数 計 280323 的中 �� 5941（14番人気）�� 12234（6番人気）�� 20334（2番人気）
3連複票数 計 518293 的中 ��� 12713（8番人気）
3連単票数 計 639572 的中 ��� 1586（80番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．7―11．8―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．1―34．8―46．6―58．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F35．4
3 3（9，10）6（5，7）－（1，11）4（2，8，12）－14－13 4 3（6，9，10）（5，7）1，11（2，4）12－8，14－13

勝馬の
紹 介

パ フ ェ ム リ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 ジャングルポケット 初出走

2017．3．8生 牝2鹿 母 タイヨウパフューム 母母 ノーザンヴィーナス 1戦1勝 賞金 7，000，000円

17030 6月22日 雨 稍重 （1函館1） 第3日 第6競走 ��
��1，000�2歳新馬

発走12時35分 （ダート・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
58．6
57．7

良
重

811 ヤ マ メ 牝2黒鹿54 菱田 裕二越村 哲男氏 久保田貴士 日高 木村牧場 444 ―1：00．3 5．1�
22 コパノフィーリング 牝2鹿 54 藤岡 康太小林 祥晃氏 宮 徹 新ひだか 服部 牧場 438 ― 〃 クビ 1．7�
44 ハヤブサペコムスメ 牝2栗 54 丹内 祐次武田 修氏 尾形 和幸 新ひだか グランド牧場 440 ―1：00．4� 15．3�
11 ボ マ ラ イ ン 牡2鹿 54 勝浦 正樹野嶋 祥二氏 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 456 ―1：01．14 12．4�
710 ピンポンダッシュ 牝2黒鹿54 的場 勇人長谷川守正氏 的場 均 新ひだか 飛野牧場 446 ―1：01．42 37．6�
56 セイヴァンキッシュ 牡2青鹿54 古川 吉洋金田 成基氏 山内 研二 日高 本間牧場 490 ―1：02．89 20．5�
68 ハートフルシーン 牝2栗 54

53 ☆加藤 祥太程田 真司氏 杉山 晴紀 新冠 松浦牧場 414 ―1：03．11� 24．7	
79 テ ン ト ラ 牝2鹿 54

51 ▲菅原 明良高橋 宏弥氏 加藤士津八 新冠 飛渡牧場 434 ― 〃 ハナ 47．1

55 グッドブリッジ 牡2栗 54

53 ☆富田 暁吉橋 厚司氏 高橋 文雅 新冠 松浦牧場 478 ― 〃 ハナ 53．0�
67 プロヴィデンス 牡2栗 54

53 ☆武藤 雅藤本 栄史氏 加藤士津八 日高 槇本牧場 476 ―1：03．42 30．7�
33 デ ル タ 牝2青鹿54 藤岡 佑介村上 欽哉氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 444 ―1：03．5� 17．4
812 テントップギヤ 牡2鹿 54 松岡 正海天白 泰司氏 中野 栄治 浦河 王蔵牧場 448 ―1：03．6� 50．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 27，671，200円 複勝： 25，861，900円 枠連： 8，092，600円
馬連： 27，933，600円 馬単： 17，385，200円 ワイド： 22，434，500円
3連複： 36，719，500円 3連単： 55，901，600円 計： 222，000，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 130円 � 110円 � 230円 枠 連（2－8） 400円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 1，100円

ワ イ ド �� 190円 �� 890円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，660円 3 連 単 ��� 9，560円

票 数

単勝票数 計 276712 的中 � 45281（2番人気）
複勝票数 計 258619 的中 � 42268（2番人気）� 116254（1番人気）� 14481（4番人気）
枠連票数 計 80926 的中 （2－8） 15346（1番人気）
馬連票数 計 279336 的中 �� 55394（1番人気）
馬単票数 計 173852 的中 �� 11788（3番人気）
ワイド票数 計 224345 的中 �� 36293（1番人気）�� 5431（8番人気）�� 11232（4番人気）
3連複票数 計 367195 的中 ��� 16585（2番人気）
3連単票数 計 559016 的中 ��� 4236（23番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―12．3―11．9―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．7―24．2―36．5―48．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．6―3F36．1
3 ・（4，10）11（1，2）12－8，3（5，9）－7－6 4 4（10，11）（1，2）＝12－（3，8）9，5－6，7

勝馬の
紹 介

ヤ マ メ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 ア フ リ ー ト 初出走

2017．4．15生 牝2黒鹿 母 サザンジュエリー 母母 サウスビューティー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ウインマーシャル号・ウルトラマリン号・ワイルドキャット号



17031 6月22日 雨 良 （1函館1） 第3日 第7競走 ��
��2，600�3歳未勝利

発走13時05分 （芝・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
2：37．3
2：37．3

良
良

22 ラヴィンジャー 牝3黒鹿 54
53 ☆武藤 雅丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 430＋ 82：43．6 2．6�

11 アルテヴェルト 牡3栗 56 荻野 極 �サンデーレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム B452＋102：43．7� 9．8�
44 ベルファーリング 牝3栗 54

53 ☆坂井 瑠星子安 裕樹氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 432－ 42：44．33� 6．1�
77 レイヴンキング 牡3青鹿 56

55 ☆横山 武史 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 510＋ 42：44．62 2．8�

33 タイセイアヴァンセ 牝3黒鹿54 菱田 裕二田中 成奉氏 青木 孝文 新冠 村田牧場 418＋ 82：44．7� 15．7	
55 ショウナンアーサー 牡3黒鹿56 藤岡 康太国本 哲秀氏 須貝 尚介 日高 下河辺牧場 522＋ 62：45．44 10．1

88 ミコクイーン 牝3栗 54

51 ▲菅原 明良古賀 慎一氏 武井 亮 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 474－ 82：45．61 13．3�

66 サングリーンベイ 牡3栗 56 松岡 正海 �加藤ステーブル 藤原 辰雄 新冠 サンローゼン B484＋ 2 〃 クビ 37．1�
（8頭）

売 得 金
単勝： 20，232，400円 複勝： 16，655，900円 枠連： 発売なし
馬連： 26，746，800円 馬単： 14，570，800円 ワイド： 15，966，100円
3連複： 30，541，000円 3連単： 61，009，200円 計： 185，722，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 210円 � 150円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，090円 馬 単 �� 1，740円

ワ イ ド �� 440円 �� 310円 �� 850円

3 連 複 ��� 1，760円 3 連 単 ��� 8，090円

票 数

単勝票数 計 202324 的中 � 60657（1番人気）
複勝票数 計 166559 的中 � 43212（1番人気）� 16217（5番人気）� 27916（2番人気）
馬連票数 計 267468 的中 �� 18974（4番人気）
馬単票数 計 145708 的中 �� 6263（6番人気）
ワイド票数 計 159661 的中 �� 9331（6番人気）�� 14128（2番人気）�� 4403（14番人気）
3連複票数 計 305410 的中 ��� 13000（6番人気）
3連単票数 計 610092 的中 ��� 5466（23番人気）

ハロンタイム 13．5―12．4―12．6―12．7―12．2―13．6―13．4―13．3―12．4―11．9―11．9―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
13．5―25．9―38．5―51．2―1：03．4―1：17．0―1：30．4―1：43．7―1：56．1―2：08．0―2：19．9―2：31．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F47．5―3F35．6
1
�
7，8－（2，5）6，4（3，1）
7（5，1）2（8，4）（6，3）

2
�
7，8（2，5）（6，4）（3，1）
7（2，1）（5，4）8，3－6

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ラヴィンジャー 
�
父 ハービンジャー 

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2018．12．28 中山6着

2016．1．23生 牝3黒鹿 母 ラブアクチュアリー 母母 ワイドウインダム 7戦1勝 賞金 9，550，000円

17032 6月22日 雨 稍重 （1函館1） 第3日 第8競走 ��
��1，700�3歳以上1勝クラス

発走13時40分 （500万円以下） （ダート・右）
負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：40．9

不良
重

812 メイショウテンダン 牡3青鹿54 池添 謙一松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 468＋101：45．4 2．4�
44 � マイネルストラトス 牡5黒鹿57 北村 友一杉浦 和也氏 土田 稔 浦河 谷川牧場 484－10 〃 ハナ 6．1�
55 ブラックカード 牡5黒鹿57 吉田 隼人岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社 大

作ステーブル B468－ 6 〃 クビ 20．6�
811 オメガレインボー 牡3栗 54 岩田 康誠原 	子氏 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド 442－ 21：45．61
 7．1�
56 サトノクライム 牡3鹿 54 古川 吉洋 �サトミホースカンパニー 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 488＋101：45．81� 7．1�
33 タガノゴマチャン 牡3芦 54

51 ▲団野 大成八木 良司氏 加用 正 新冠 八木牧場 472－ 21：45．9
 32．5	
22 キャリーオン 牡3鹿 54

53 ☆富田 暁�ノースヒルズ 河内 洋 新冠 株式会社
ノースヒルズ 434－121：46．21� 55．0


68 ガッツィーソート 牡4栗 57 柴山 雄一小林竜太郎氏 鈴木 孝志 新冠 スカイビーチステーブル 502＋ 81：46．41
 49．6�
11 オ メ ガ 牡3鹿 54 藤岡 佑介石川 達絵氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 508± 01：46．5クビ 4．0�
710� スプレンジーナ 牝4栗 55

52 ▲亀田 温心長浜牧場 大和田 成 千歳 社台ファーム 406－ 21：47．77 256．0�
67 ジュブリーユ 牝5芦 55 丹内 祐次岡田 牧雄氏 牧 光二 浦河 宮内牧場 B492＋ 61：48．44 109．6�
79 メイショウイフウ 牡3黒鹿 54

51 ▲菅原 明良松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 502－ 41：48．5
 43．7�
（12頭）

売 得 金
単勝： 31，298，000円 複勝： 38，539，400円 枠連： 10，892，800円
馬連： 41，409，900円 馬単： 21，699，200円 ワイド： 31，579，800円
3連複： 56，115，500円 3連単： 78，834，400円 計： 310，369，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 150円 � 310円 枠 連（4－8） 640円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 1，740円

ワ イ ド �� 400円 �� 870円 �� 880円

3 連 複 ��� 3，480円 3 連 単 ��� 13，640円

票 数

単勝票数 計 312980 的中 � 101953（1番人気）
複勝票数 計 385394 的中 � 85556（1番人気）� 76239（2番人気）� 22654（6番人気）
枠連票数 計 108928 的中 （4－8） 13118（3番人気）
馬連票数 計 414099 的中 �� 29587（4番人気）
馬単票数 計 216992 的中 �� 9327（5番人気）
ワイド票数 計 315798 的中 �� 22049（3番人気）�� 8946（11番人気）�� 8839（12番人気）
3連複票数 計 561155 的中 ��� 12084（10番人気）
3連単票数 計 788344 的中 ��� 4189（44番人気）

ハロンタイム 6．8―11．0―11．9―12．6―12．6―12．4―12．7―12．6―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．8―29．7―42．3―54．9―1：07．3―1：20．0―1：32．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F38．1
1
3
11，12（6，8）（3，7）（5，9）（4，10）－2，1・（11，12）（6，8）（5，7）（3，4）－2（10，9）1

2
4
11，12（6，8）（3，7）5，4，9，10－2，1・（11，12）（6，5，8）（3，4）7，2，1，10，9

勝馬の
紹 介

メイショウテンダン �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2018．11．10 京都8着

2016．3．1生 牡3青鹿 母 メイショウワカツキ 母母 シ ー ヴ ェ 6戦2勝 賞金 16，870，000円
〔発走状況〕 オメガ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 オメガ号は，発走調教再審査。



17033 6月22日 雨 稍重 （1函館1） 第3日 第9競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走14時15分 （芝・右）（500万円以下）

牝；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．8
1：06．5

良
良

11 フォレブルート 牝3鹿 52 北村 友一林 正道氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 436－ 21：09．7 2．3�
57 グッドワード 牝4芦 55

54 ☆坂井 瑠星下河邉俊行氏 高橋 義忠 日高 下河辺牧場 484＋ 2 〃 ハナ 5．2�
69 ファンシャン 牝3栃栗 52

49 ▲団野 大成�ターフ・スポート畠山 吉宏 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム 422－ 41：10．23 42．5�

813 ヴィーナスフローラ 牝5栗 55 藤岡 康太大塚 亮一氏 須貝 尚介 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 496－12 〃 ハナ 16．7�

45 ニシノコデマリ 牝4鹿 55 勝浦 正樹西山 茂行氏 松山 将樹 新ひだか 本桐牧場 422－ 4 〃 クビ 6．1�
22 ホ マ レ 牝4鹿 55

54 ☆横山 武史 	ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 奥村 武 新ひだか 増本 良孝 462－ 21：10．41� 12．7


814 トーセンオパール 牝3芦 52
49 ▲菅原 明良島川 �哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 400－ 21：10．5� 23．1�
712� ピュアドリーマー 牝3栗 52 古川 吉洋岡田 隆寛氏 高柳 大輔 浦河 市川牧場 456＋ 6 〃 クビ 19．0
34 ニシノオトコマサリ 牝4青鹿55 黛 弘人成田 隆好氏 加藤 和宏 むかわ 宇南山牧場 406－ 4 〃 クビ 67．8�
711 ブラックダンサー 牝3黒鹿52 石川裕紀人前迫 義幸氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 474＋141：10．71� 9．9�
46 ポルボローネ 牝7栗 55

52 ▲亀田 温心小林都美子氏 作田 誠二 新冠 岩見牧場 452－111：10．8� 82．3�
33 ルメッサージュ 牝3青鹿 52

51 ☆武藤 雅 �キャロットファーム 大和田 成 安平 ノーザンファーム 428＋261：11．01� 13．8�
610 ヤマニンベリンダ 牝5黒鹿 55

54 ☆富田 暁土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 454＋ 61：11．21 290．9�
58 ヴーディーズピアス 牝4青鹿55 菱田 裕二田島 大史氏 石坂 公一 新冠 オリエント牧場 470－ 6 〃 ハナ 59．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 29，061，700円 複勝： 33，941，900円 枠連： 12，405，100円
馬連： 50，466，800円 馬単： 26，452，200円 ワイド： 38，846，300円
3連複： 69，003，600円 3連単： 91，641，900円 計： 351，819，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 170円 � 690円 枠 連（1－5） 610円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 1，030円

ワ イ ド �� 370円 �� 1，880円 �� 2，420円

3 連 複 ��� 6，440円 3 連 単 ��� 19，080円

票 数

単勝票数 計 290617 的中 � 97001（1番人気）
複勝票数 計 339419 的中 � 80853（1番人気）� 53999（2番人気）� 8493（10番人気）
枠連票数 計 124051 的中 （1－5） 15738（1番人気）
馬連票数 計 504668 的中 �� 62247（1番人気）
馬単票数 計 264522 的中 �� 19177（1番人気）
ワイド票数 計 388463 的中 �� 30738（1番人気）�� 4982（23番人気）�� 3833（28番人気）
3連複票数 計 690036 的中 ��� 8035（20番人気）
3連単票数 計 916419 的中 ��� 3482（48番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．8―11．9―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．6―46．5―57．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F35．1
3 1（5，10）（7，12）9（6，14）（2，11，8）（4，13）3 4 1（5，10）（7，9，12）（2，6，14，8）11（4，13）－3

勝馬の
紹 介

フォレブルート �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2018．12．1 阪神1着

2016．2．8生 牝3鹿 母 プ リ ー ム ス 母母 レジェンドトレイル 5戦2勝 賞金 18，500，000円

17034 6月22日 雨 稍重 （1函館1） 第3日 第10競走 ��
��2，000�

ゆ の か わ

湯 川 特 別
発走14時50分 （芝・右）
3歳以上，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

66 イノセントミューズ 牝3鹿 52 北村 友一 �社台レースホース笹田 和秀 千歳 社台ファーム 466－ 82：01．9 3．3�
55 � レッドフィオナ 牝4芦 55 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 454＋ 62：02．64 9．9�
89 � マイネルツィール 牡6鹿 57 的場 勇人杉浦 和也氏 的場 均 新ひだか 田湯牧場 470－12 〃 クビ 62．5�
77 アドマイヤアルパマ 牝5鹿 55 藤岡 康太近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 432＋ 42：02．7	 11．9�
11 � リバプールタウン 牡4鹿 57 長岡 禎仁薪浦 亨氏 石橋 守 日高 下川 茂広 484± 02：02．8	 11．3	
33 タガノシャルドネ 牡5鹿 57 国分 恭介八木 秀之氏 川村 禎彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B470± 02：03．22	 12．7

22 マコトジュズマル 牡3栗 54 藤岡 佑介�ディアマント 
島 一歩 安平 ノーザンファーム 472－ 22：03．51� 1．9�
88 ジェードグリーン �5鹿 57 石川裕紀人 �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 460－ 42：03．6クビ 17．9�
44 ジュンエスポワール 牡4黒鹿57 勝浦 正樹河合 純二氏 森 秀行 浦河 杵臼牧場 486± 02：03．92 140．6

（9頭）

売 得 金
単勝： 29，817，400円 複勝： 37，194，100円 枠連： 9，043，300円
馬連： 51，054，800円 馬単： 30，171，800円 ワイド： 30，373，200円
3連複： 61，539，400円 3連単： 133，528，500円 計： 382，722，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 170円 � 360円 � 1，120円 枠 連（5－6） 1，950円

馬 連 �� 1，900円 馬 単 �� 3，000円

ワ イ ド �� 590円 �� 2，540円 �� 5，080円

3 連 複 ��� 28，000円 3 連 単 ��� 94，070円

票 数

単勝票数 計 298174 的中 � 71096（2番人気）
複勝票数 計 371941 的中 � 74419（2番人気）� 24829（4番人気）� 6817（8番人気）
枠連票数 計 90433 的中 （5－6） 3585（9番人気）
馬連票数 計 510548 的中 �� 20801（8番人気）
馬単票数 計 301718 的中 �� 7533（12番人気）
ワイド票数 計 303732 的中 �� 14228（8番人気）�� 2989（23番人気）�� 1471（27番人気）
3連複票数 計 615394 的中 ��� 1648（47番人気）
3連単票数 計1335285 的中 ��� 1029（190番人気）

ハロンタイム 12．8―10．7―12．1―12．2―12．5―12．3―12．3―12．6―12．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．5―35．6―47．8―1：00．3―1：12．6―1：24．9―1：37．5―1：50．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．3―3F37．0
1
3
2，9（5，3）8，7，4，1，6
2，9（5，3）（7，4，8）（1，6）

2
4
2，9（5，3）8，7，4，1，6
2，9（5，8）3（7，4，6）1

勝馬の
紹 介

イノセントミューズ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2018．12．16 阪神4着

2016．2．4生 牝3鹿 母 アイアムラヴィング 母母 プラウドウイングス 7戦2勝 賞金 23，073，000円
〔制裁〕 レッドフィオナ号の騎手岩田康誠は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番・1番）



17035 6月22日 雨 稍重 （1函館1） 第3日 第11競走 ��
��1，700�

おおぬま

大沼ステークス（Ｌ）
発走15時25分 （ダート・右）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：3歳52�4歳以上56�，
牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：3歳52�4歳
以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�
増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：40．9

不良
重

610 リアンヴェリテ 牡5鹿 56 国分 恭介加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 486± 01：42．0 4．6�

34 ロードゴラッソ 牡4青 56 藤岡 佑介 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 472－ 21：42．85 3．3�
33 プレスティージオ 牡6栗 56 国分 優作奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 三木田牧場 476－14 〃 ハナ 42．8�
11 モズアトラクション 牡5栗 57 藤岡 康太 �キャピタル・システム 松下 武士 新ひだか 築紫 洋 494＋ 41：43．01 8．4�
712 フュージョンロック 牡5栗 56 富田 暁金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 494± 0 〃 クビ 8．5�
45 ハイランドピーク 牡5青鹿57 岩田 康誠島川 	哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ

スティファーム 468＋ 41：43．1クビ 5．6

22 サトノプライム 牡5鹿 56 古川 吉洋 �サトミホースカンパニー 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 502＋ 21：43．2	 18．2�
813 アキトクレッセント 牡7鹿 57 池添 謙一岡田 昭利氏 清水 久詞 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506－ 61：43．73 50．2�
69 カ ゼ ノ コ 牡8鹿 57 荻野 極
嶋 孝司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 B458－ 21：43．8	 23．5
711� ク ロ ス ケ 牡4青鹿56 武藤 雅助川 啓一氏 水野 貴広 新冠 大狩部牧場 452＋ 21：44．33 13．9�
57 バ イ ラ 牡4鹿 56 吉田 隼人杉澤 光雄氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 500－ 6 〃 ハナ 39．5�
46 マイネルバサラ 牡6鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 浜口牧場 478＋ 21：44．4	 31．8�
814 ジョーストリクトリ 牡5鹿 57 松岡 正海上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 506－ 21：45．67 25．2�
58 ドライヴナイト 牡6黒鹿57 太宰 啓介桂土地� 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 520＋101：46．66 55．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 59，609，700円 複勝： 87，146，300円 枠連： 35，128，000円
馬連： 183，114，900円 馬単： 67，952，300円 ワイド： 109，351，400円
3連複： 275，774，400円 3連単： 322，829，700円 計： 1，140，906，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 170円 � 140円 � 820円 枠 連（3－6） 670円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，860円

ワ イ ド �� 360円 �� 2，490円 �� 2，440円

3 連 複 ��� 10，610円 3 連 単 ��� 43，800円

票 数

単勝票数 計 596097 的中 � 102193（2番人気）
複勝票数 計 871463 的中 � 139419（2番人気）� 201303（1番人気）� 18457（12番人気）
枠連票数 計 351280 的中 （3－6） 40467（1番人気）
馬連票数 計1831149 的中 �� 168994（1番人気）
馬単票数 計 679523 的中 �� 27342（2番人気）
ワイド票数 計1093514 的中 �� 88705（1番人気）�� 10496（30番人気）�� 10712（29番人気）
3連複票数 計2757744 的中 ��� 19478（35番人気）
3連単票数 計3228297 的中 ��� 5343（125番人気）

ハロンタイム 7．1―10．7―11．5―12．3―12．2―11．8―12．0―12．2―12．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―17．8―29．3―41．6―53．8―1：05．6―1：17．6―1：29．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F36．4
1
3
10，3，12（4，14）8，5（6，7）13－（2，9，11）1・（10，3）（4，12）－（5，14）（6，13）（2，7，9，8）（1，11）

2
4
10，3（4，12，14）（5，8）6（7，13）－2（9，11）1
10（4，3）12－5，13，6，2，14（1，7，9）11，8

勝馬の
紹 介

リアンヴェリテ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Cozzene デビュー 2016．11．26 東京3着

2014．5．22生 牡5鹿 母 ルミエールヴェリテ 母母 Play School 19戦5勝 賞金 86，712，000円
［他本会外：1戦1勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 アメリカズカップ号・カラクプア号・タムロミラクル号

17036 6月22日 曇 稍重 （1函館1） 第3日 第12競走 ��1，200�
お し ゃ ま ん べ

長 万 部 特 別
発走16時05分 （芝・右）

3歳以上，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．8
1：06．5

良
良

79 ダノンジャスティス 牡3鹿 54 藤岡 佑介�ダノックス 中内田充正 安平 ノーザンファーム 488－ 81：10．0 2．5�
22 エピックガール 牝3鹿 52 北村 友一合同会社雅苑興業 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 424－ 41：10．21� 3．0�
44 � ソフトポジション 牡4鹿 57 古川 吉洋北駿競走馬組合 山内 研二 青森 マルシチ牧場 468－ 21：10．41� 9．9�
812 ササノユキオルフェ 牡4栗 57 池添 謙一佐々木幸弘氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 502＋ 21：10．5� 15．1�
11 テンモントム 牡3鹿 54 黛 弘人 �スピードファーム加藤 和宏 新ひだか 小野 秀治 B442± 01：10．6� 61．1	
56 トーホウビスカヤ 牝5鹿 55 国分 恭介東豊物産� 川村 禎彦 浦河 酒井牧場 B496＋ 61：10．7アタマ 26．0

68 リーゼントアイリス 牝4黒鹿55 松岡 正海三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 畠山牧場 416＋ 41：10．91� 33．3�
33 スズカマンサク 牝4鹿 55 岩田 康誠永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 418－ 6 〃 クビ 65．2�
55 アールランペイジ 牡3鹿 54 横山 武史前原 敏行氏 伊藤 大士 平取 北島牧場 500＋ 4 〃 ハナ 5．0
811 スワーヴポルトス 牡4鹿 57 吉田 隼人�NICKS 庄野 靖志 新冠 ハシモトフアーム 450－ 21：11．0クビ 122．8�
710 マーマレードガール 牝3黒鹿52 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 日高 滝本 健二 452－ 41：11．42	 19．7�
67 � スズカブレーン 牡7鹿 57 長岡 禎仁永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 B486－ 61：11．82	 67．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 42，164，300円 複勝： 50，306，100円 枠連： 18，384，000円
馬連： 82，954，600円 馬単： 39，614，500円 ワイド： 55，510，900円
3連複： 113，650，600円 3連単： 167，349，700円 計： 569，934，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 120円 � 190円 枠 連（2－7） 410円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 700円

ワ イ ド �� 190円 �� 450円 �� 470円

3 連 複 ��� 880円 3 連 単 ��� 3，230円

票 数

単勝票数 計 421643 的中 � 131043（1番人気）
複勝票数 計 503061 的中 � 119386（1番人気）� 118045（2番人気）� 51796（4番人気）
枠連票数 計 183840 的中 （2－7） 34459（1番人気）
馬連票数 計 829546 的中 �� 184403（1番人気）
馬単票数 計 396145 的中 �� 42210（1番人気）
ワイド票数 計 555109 的中 �� 92032（1番人気）�� 28170（4番人気）�� 26654（5番人気）
3連複票数 計1136506 的中 ��� 96526（1番人気）
3連単票数 計1673497 的中 ��� 37531（2番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．3―11．9―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―34．1―46．0―57．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F35．9
3 6（12，8）（3，10）（4，7）（1，9）5，2，11 4 ・（6，12）8，3（4，10）（1，9，7）（5，2）11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダノンジャスティス �
�
父 Kingman �

�
母父 Aldebaran デビュー 2018．8．19 新潟1着

2016．3．16生 牡3鹿 母 マ ン ビ ア 母母 Algoa 6戦2勝 賞金 28，350，000円



（1函館1）第3日 6月22日（土曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良後稍重
良後稍重

競走回数 12回 出走頭数 153頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

186，750，000円
2，570，000円
19，700，000円
1，360，000円
20，600，000円
63，237，000円
3，978，000円
1，468，800円

勝馬投票券売得金
350，290，300円
443，544，600円
140，653，300円
636，532，900円
310，404，300円
442，538，700円
888，224，200円
1，216，256，900円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 4，428，445，200円

総入場人員 5，260名 （有料入場人員 4，448名）
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